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保育整備計画（素案）市民の意見を聞く会（第4回） 

開催の記録 

 

1．開催状況 

日時 会場 参加者数 

 平成29年6月1日（木） 

19時18分～20時34分  

くにたち南市民プラザ 

多目的ホール 
3名 

 

2．配付資料 

 資料№1 国立市保育整備計画（素案）の概要 

 資料№2 公立保育園民営化の方針に係る矢川保育園保護者懇談会 開催の記録 

 資料№3 保育園民営化通信（第5号） 

 資料№4 子ども総合相談窓口概要説明 

 資料№5 保育園民営化通信（第6号） 

 資料№6 保育園民営化通信（第7号） 

 資料№7 保育園民営化通信（第8号） 

 

3．概要 

（1）副市長あいさつ 

（2）国立市保育整備計画（素案）の概要説明 

（3）質疑応答・意見交換 

 

4．記録 

【保育事業推進担当係長】  皆様、こんばんは。これより国立市保育整備計画（素案）市民の意見

を聞く会を始めさせていただきます。 

 本日の会の司会をさせていただきます保育事業推進担当係長の脇領と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 本日の予定でございますが、初めに副市長よりご挨拶をさせていただいた後に、２月末に公表させ

ていただきました国立市保育整備計画（素案）の内容につきまして、概要をご説明させていただきま

す。その後、皆様よりご意見をいただきたいと考えております。限られた時間ではございますが、

様々ご意見をいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは初めに、竹内副市長よりご挨拶をさせていただきます。竹内副市長お願いします。 

【竹内副市長】  本日は夜分のところ、また、お忙しい中、お集まりをいただきましてありがとう
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ございます。副市長の竹内でございます。よろしくお願いいたします。 

 本日は、お手元に資料をお配りしておりますけれども、保育整備計画の素案について市民の皆様の

意見を聞く会ということで、第４回の開催でございます。お手元の資料にもありますように、既に

３回開催しておりまして、今回第４回ということでございますが、本題に入りましたら資料に沿って

順次担当のほうから説明させていただきたいと思いますが、今後の国立市の保育行政がどうあるべき

かという、あるいは目指すべき保育環境はどうあるべきかということをこちらのほうからお示しをさ

せていただきたいと考えております。特にその中でも公立保育園の民営化を行っていくという内容が

ございまして、その考え方を中心に少しご説明をさせていただければと思っております。 

 本日の資料でございますが、素案となっておりますが、本年の２月の末にまとめたものでして、

３月の市議会にも報告をさせていただきまして、その内容、その方向性についてご理解をいただいた

ところでございます。 

 一方で、現在の公立保育園から民間へ移行するということで、保護者の方をはじめとして、今まで

の保育の質が保たれるのか、あるいは何か園児に影響があるのではないかといったご心配、不安をお

持ちということがございます。今回のこの意見を聞く会の趣旨も、そのご心配、不安な点などについ

てご意見を伺う中でそれらを解消しつつ、円滑な保育行政を進めていきたいと、そのことの一環とし

て今回の開催をさせていただいたものでございます。 

 まずこちらから計画の内容を説明させていただきまして、それに対して忌憚のない率直なご意見を

いただければありがたいと思っております。 

 限られた時間ではございますが、ぜひ有意義な会としたいと考えておりますので、本日はよろしく

お願いいたします。 

【保育事業推進担当係長】  副市長、ありがとうございました。それでは、そのほかの出席職員に

ついて説明させていただきます。子ども家庭部長、馬橋でございます。 

【子ども家庭部長】  子ども家庭部長、馬橋でございます。よろしくお願いいたします。 

【保育事業推進担当係長】  子ども家庭部参事、薄井でございます。 

【子ども家庭部参事】  薄井と申します。よろしくお願いいたします。 

【保育事業推進担当係長】  児童青少年課長、松葉でございます。 

【児童青少年課長】  松葉です。よろしくお願いいたします。 

【保育事業推進担当係長】  部屋の後方におりますのが、待機児童解消対策推進担当係長、赤尾で

ございます。 

【待機児童解消対策推進担当係長】  赤尾です。よろしくお願いします。 

【保育事業推進担当係長】  それでは、私から保育整備計画（素案）の概要について説明をさせて

いただきますが、説明の前に１点確認させていただきたいことがございます。本日のこの会について、

後日ホームページで内容を公開しますので、ＩＣレコーダーで録音させていただきます。あらかじめ
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ご了承いただければと思います。 

 それから、本日の配付資料でございますけれども、７点ほどお配りさせていただいております。資

料ナンバー１が計画（素案）の概要というホチキスどめ、Ａ４横のものです。こちらの資料に基づい

て説明させていただきます。資料ナンバー２が３月２６日に矢川保育園で行いました懇談会の質疑の

応答の記録でございます。それから、資料ナンバー３、こちらは公立保育園の保護者に配らせていた

だいております民営化通信の第５号でございます。こちらは３月２６日の矢川保育園の懇談会でのご

意見や、その後矢川保育園の保護者会役員の方々とお話しさせていただく機会がありましたので、そ

の際のお話の内容を記載したものでございます。資料ナンバー４が、７月に予定しています市役所の

組織改正で新たに設置します子ども総合相談窓口概要の資料でございます。それから、資料ナンバー

５、こちらが保育園民営化通信の第6号でございます。内容は矢川保育園の役員の方々と２回目にお

会いしたときにいただいたご意見、裏面がこの市民の意見を聞く会の第１回でいただいたご質疑の主

なものを載せさせていただいています。資料ナンバー６が民営化通信の第７号でございます。こちら

は市民の意見を聞く会（第２回）の内容と、裏面が矢川保育園の懇談会のときに事業団、財団につい

てのご質問をいただきまして、どういう組織なのか教えてほしいということがありましたので、その

比較の表を載せた民営化通信でございます。最後に資料ナンバー７ですが、民営化通信第８号、こち

らが第３回、先週、北市民プラザで行った市民の意見を聞く会でのご質疑の内容をまとめた通信でご

ざいます。 

 それから、アンケート用紙、あわせてご配付させていただきましたので、最後にご意見があればい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、時間の関係もございますので簡単にですが、資料ナンバー１に基づいて説明をさせてい

ただきます。 

 資料をおめくりいただいて３ページでございます。「保育整備計画とは」というところでございま

す。計画の策定の背景と目的ですけれども、背景のところで３つほどキーワードを挙げさせていただ

いております。少子化、核家族化、都市化というキーワードがございます。仕事の形態も多様化して

いる中、また共働き家庭も増えております。また、おじいちゃん、おばあちゃんが近くにいないです

とか、地域に相談相手がいないですとか、そういった家庭や地域での環境が変化してきていることや、

仕事と家庭の両立が困難になっている、また、子育てをしていて孤立しているとか、不安を常に抱え

ているですとか、子育てが負担になっているですとか、そういった状況があります。その中で、市で

は、待機児童の問題、この解消をしなければならないという課題と、さらには発達が気になるお子様

のへの支援、その家庭への支援といったこともございます。また、児童虐待のような課題、さまざま

子どもにかかわる課題というのが出てきているという状況です。 

 下の目的のところでございますが、そうした課題を解決して、子育て支援に取り組まなければなら

ないわけですが、その際には、人的資源、財的資源というものを有効活用し、民間や地域の力を取り
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入れながら、公の役割を明確にしながらやっていかなければならない。それから、子どもの最善の利

益ということを常に頭に入れながらも、地方自治法では最少の経費で最大の効果を上げるという私ど

も課せられた基本原則もございます。そうした兼ね合いの中で課題解決に向けて努力をなければなら

ないということです。それから、公立、私立、隔てなく、市内全体の保育環境の維持向上を目指して

いかなければならないということもあります。そういったことの中でこの計画は取り組むべき保育施

策の方向性を示し、公と保育園が果たすべき役割を整理した計画となっています。 

 では、保育施策を市はどのように取り組むのかということでございますが、おめくりいただいて

４ページになります。保育施策のさらなる充実ということで、時代のニーズに合わせて保育施策をさ

らに充実させてく必要があるわけですけれども、そこには保育に限らず、幼児教育であったり、在宅

子育て家庭も含めて未就学児全体の豊かな成長のために子育て支援を充実させていかなければならな

いというところもあります。「しかしながら」というところですけれども、市の職員であったり、人

的資源ですね、予算であったり、お金の部分、また、市の施設といったものなど経営資源には限りが

あるというところで、必要なものだからといって全てがすぐにできるわけではないということを頭に

入れていただく必要があると思っております。 

 下の５ページにまいりますが、そういう状況がありますので、市が抱える保育行政課題の解決に向

けて新しい事業に取り組んでいくためには、そこに記載しました３つの視点を持つ必要があると考え

ております。１つ目は、保育施策の必要度、優先度の高い施策を明確化して取り組んでいくこと、2

つ目には、限られた人的・財的支援をバランスよく配分し、効果的に施策を推進するということ、

３つ目には、創意工夫等民間の力を活用する中で多様な市民ニーズに応えていくこと、そうした視点

が必要だろうと考えております。 

 では、取組の優先度を市はどのように考えているのかということが、おめくりいただいた６ページ

になります。１１項目ほど挙げさせていただいております。今年度も国立市では待機児童が旧定義で

１２５人という状況でして、待機児童が増加しております。こうした待機児童の解消というのは大き

な課題になっているというところでございます。それから、表の右側の一番上が発達が気になる子ど

もやしょうがいを持つ子ども、家庭への支援というところで、こういったところも大きく、今、課題

になっているところでございます。それから、右側、中断ですけれども子ども子育て総合相談窓口の

創設とありますが、こちらは第三次子ども総合計画の中で重点取組としております。この７月から総

合相談窓口を設置し、取り組んでいくというところでございます。こちらについては資料ナンバー

４で別紙用意しておりますので、後ほどお目を通していただければと思います。それから、個別の事

業でいいますと、左側の中段に、一時預かり保育の充実というのがありますが、今、庁内で検討会を

やらせていただいておりまして、この検討会には保育士の方にも入っていただいて、現場の声も上げ

ていただいていますが、そうした中からも必要な事業というふうに上げていただいているほか、パブ

リックコメントでもこの事業の必要性についてはさまざまご意見をいただいてきております。このあ
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たりは優先度が高い事業であると考えているところでございます。 

【参加者】  ここのグラデーションってどういう違いなんですか。 

【保育事業推進担当係長】  濃いほうが優先度は高いということなんですが、ただ、順位づけをし

ているものではございませんので、イメージというか、視覚的にみて判断しやすいものとしてつけて

います。よろしいですか。 

 そうしましたら説明を続けさせていただきます。７ページのところでございますが、次に、今後の

公と保育園の役割がどうのようになっていくのかということについてがそちらのページになります。

「市全体の保育システムを磨き上げていく役割を担うのは市のみである」というのを保育審議会の答

申の中の提言の１つとしていただきました。そうした中で、公立保育園１園を基幹的保育園としてい

くことを市では考えております。基幹的保育園では、子育て家庭全体への支援を行っていくというこ

とや、保育ソーシャルワーカーを配置しまして、つながりやすい支援を展開していくということ、

３つ目には、市全体の保育の質の向上を図るということを取り組んでいきたいと考えているところで

ございます。 

 右側が保育園の役割でございますが、こちら公立・私立かかわりなく、地域子育て支援拠点事業に

よる地域全体の支援ということで、こちら、「かかりつけ園」と書かせていただいておりますが、地

域の相談、地域での子育て家庭が相談できるような役割を担っていきたいと考えております。②のと

ころですが、民営化していく園では、先ほどの優先度の高いとした個別事業の一時保育がございます

が、こうしたものを拡充していく中でサービスを向上させていきたいと考えているところでございま

す。 

 ８ページから１０ページにおいて、今出ました基幹的保育園ですとか保育ソーシャルワーカー、そ

れから地域子育て支援拠点事業についてイメージ図を出させていただいておりますので、目を通して

いただければと思います。 

 １１ページに行かせていただきます。取組をどのように実現させていくのかというところが１１ペ

ージになりますが、子育て中の家庭ではさまざまお悩みがあったり、課題を抱えられたりしています。

市では妊娠前から子育て期の切れ目のない支援ということに注力をしていきたいと考えておりますが、

そのためにはそれに必要な事業というのを新しく、また拡充したりしながら、展開していかなければ

なりません。そのためには人材や財源を確保していく必要があると考えております。先ほど申しまし

たように、人材と財源には限りがありますので、その中で人とお金を生み出して確保していかなけれ

ばならないということでございます。また、さまざま取り組まなければいけない課題に対して、そう

した解決に向けた事業を展開するためには、民間事業者の力を活用していく必要があると考えている

ところでございます。 

 おめくりいただいて、１３ページのところからが公立保育園民営化についての方針についての記載

でございます。まず、方針ですけれども、資料左上が民営化の効果でございます。人的資源を子育て
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保育関連部署への配置や新たな役割を設けることによる支援体制を強化ができるということや、生み

出された財的資源を保育子育て支援施策に使っていくことができる、そういったことを効果として考

えているところでございます。 

 民営化の方針、資料右側でございますが、まず、１園を基幹的保育園としてやっていこうというこ

とと、もう１園を社会福祉法人に移管していくということ。それから、２園目以降については１園目

の民営化の効果検証を行った上で、１園目と同様の社会福祉法人に移管する方法で進めるのか、また、

市が出資する公益財団法人などの組織を立ち上げてそこが担っていくのかという選択をしていくとい

う考えでございます。それから、民営化していくにあたって、ガイドラインを審議会で議論いただき

作成していただいております。ガイドラインでは、事業者の選定方法であるとか、公立保育園の保育

内容を継承していくための引き継ぎなどの基準、そういったものを示したものでございます。このガ

イドラインに沿って進めていくということを記載しているところでございます。そして、基幹的保育

園については、なかよし保育園ということ、それから、民営化園は矢川保育園というのをこの計画で

示させていただいたところでございます。 

 おめくりいただいて、１４ページでございます。民営化のスケジュールでございますが、平成

３３年４月の移管ということで、それまでのスケジュールを目安で示させていただいております。こ

の間に事業者選定委員会を立ち上げてどういった事業者に移管していくのかということや、決まった

後には三者協議会といって、事業者、市、保護者で構成される協議体を立ち上げて、移管に向けてど

うやっていくかということを話すような場を設けたりですとか、引き継ぎとして合同保育期間を設け

て新旧の保育士が合同で保育をするとか、そういった手続を踏む中で平成３３年４月を目指していく

というところでございます。 

 １５ページのからが民営化する矢川保育園についての記載になります。今後、矢川保育園がどのよ

うに変わるのかというところでございますが、表で左側に現状、右側に民営化後というところを示し

ております。保育の実施主体については国立市でございます。公立・私立かかわりなく、実施主体は

市でございます。この点は変わりませんが、その設置運営主体というのが、公立は市であったものが

新しく事業者に移管されるというところが変わる点でございます。開所時間ですとか保育料、また、

職員の配置ですとか、しょうがい児保育をするであるとか、給食を自園調理でやるとか、こういった

ものは継承をしていくという点についてはガイドラインに示しておりますので、引き継いでいく点で

ございます。ただ、職員の部分ですね。こちらが事業者に移管されることで、市の職員であった者が

事業者の職員にかわると、ここが変わるということで、この間の保護者の方から意見を聞き取る中で、

この点がとても不安であるというところでご意見をいただいているというところでございます。一番

下の付加事業のところでございますけれども、こちらが民営化によってさらに付加していくところで、

先ほど申しました一時保育の実施というのは市民サービスを拡充する部分でございまして、さらには

保護者のご要望で特に高い部分では、課外教室の充実、こういったものも充実していきたいというと
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ころでございます。さらには緊急保育ですとか休日保育についてもあわせてその先、検討していきた

いというような項目でございます。 

 おめくりいただいて、１６ページ、１７ページが民営化で保護者が感じる不安の解消に向けた取り

組みというところでございます。２月２７日に計画（素案）をお示しさせていただいた後、その後、

市議会のほうに、福祉保険委員会にご報告をさせていただきました。また、パブリックコメントも実

施してご意見を伺っているところでございます。そのほかに、矢川保育園では３月２６日に懇談会を

開催させていただいたほか、役員の方々とも話す機会をいただいて、今定期的にお会いさせていただ

いているところでございます。また、クラス懇談会にも参加させていただいていますけれども、今後

も保護者の方々から丁寧に聞き取りながら進めていきたいと考えているところでございます。 

 それから、お配りした資料に民営化通信をいくつか出させていただいております。この間、保護者

の方、市民の方から意見を伺い、ご質疑またご意見いただいた内容でございます。１つずつの紹介は

割愛させていただきますが、この間、３月２６日の矢川保育園での懇談会では、例えば保育士がかわ

らない財団方式での民営化はできないのかですとか、新園舎に保護者の意見が取り入れられるのかと

か、あとは保育時間の延長のような形ですね、保育サービスの拡充についてのご意見、また、どのよ

うに事業者が決まっていくのかといった民営化の進め方の部分でのご意見。あとは、私立園に対して

市がどのように関与できるのかといったチェック体制はがどうなるのかとかいった部分で、私立園に

なることへの不安についてのご意見などもいただいてきているところでございます。 

 それから、矢川保育園の保護者会の役員の方々とお話しする中でも、子どもへの影響を最大限配慮

してほしいというようなご意見ですとか、その３月２６日に懇談会で出された財団方式についてわか

りやすく解説してほしいですとか、そういったご意見もいただきました。また、説明会なども参加す

る人数はなかなか多くないという中で、紙面を通して、こういう民営化通信などを通してご意見や考

え方を市のほうから示して、その中で、最後にアンケートをつけて、保護者の、わかった、わからな

い、そういったものをつける中で意向を把握して、結果を皆様にフィードバックしながら共有してい

くのがいいといったご意見など、さまざまいただいているところでございます。 

 引き続き、今後も保護者の方々、市民の方々のご意見をいただきながら進めてまいりたいと思いま

すので、本日も計画（素案）の内容に対するもの、また、民営化に対する不安ですとか、あと、ふだ

んお感じになっていることでも結構でございますので、さまざまご意見をいただければと思っており

ます。 

 説明簡単ですが終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、人数も少ないんですけれども、ぜひご意見をいただければと思います。どうでしょうか。 

【参加者】  １４ページの民営化のスケジュールが前にいただいたものよりすごい細かくなられた

のを私、初めて見たんですけど、その中で一応、平成３３年度から新事業者に保育を開始されるとあ

るんですけれども、その民営化した後の検証されて、２年目以降の検討というのが、もうその翌年の
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平成３４年度から。１年間やった結果を踏まえて進めていくという形で考えられていると思ってよろ

しいですか。これはあくまでも目安。 

【児童青少年課長】  はい。これまで説明会とか懇談会をさせていただいたときに同様のご意見を

いただいて、場合によっては６年、全部が１回卒園するまでわからないじゃないとか、あと、ほんと

うに検証の効果が出るのは大人になったときじゃないかとか、いろいろなご意見は確かにいただいた

んですが、１年やったところで財政的なはじきと言いますか、こういうことでお金がこう流れました、

こういう事業ができましたというようなことの評価はできるかと思っています。 

 ただ、その後、三者協議会というのは、これ、ずっと続いていくものだと思っていまして、他の自

治体では三者懇談会が１年で終わるところもあれば、平成２１年に移管してから未だにずっと続けて

いるという自治体もあるんですね。基本、私どもは続けていく必要があると思っていまして、その中

で１年間続ける中で振り返りということはできると思いますので、一応、１年終わったところで効果

検証というのは進めていくべきものであると考えています。 

 今回、平成３５年までの計画ですので、その段階で、平成３５年踏まえた中で３６年度以降、どう

いうふうなのかというようなところはそのときに一定の方向性というのは示していく必要があるとは

考えています。 

【参加者】  わかりました。あと、矢川に関しては社会福祉法人にお願いしていく形をとっていく

ということでいいんですよね。この中で、済みません、同じページの中なんですけど、財団法人設立

の研究というのも並行してされていくという形になっています。この矢川は社会福祉法人となり、例

えば２園目以降は財団法人に移管していくというか、そういうこともあり得るということですか。 

【児童青少年課長】  答申の中では、今回の整備計画（素案）にも出させていただいていますが、

１園目は社福で、その効果を検証した後に、そのまま２園目、３園目を同じように社福にしていくの

か、そうではなく、財団法人や社会福祉事業団というものを市が立ち上げて、その他の子ども関連施

設を含め移管といった表記になっているかと思いますが、という意味で、広域的なところで考えてい

くのか、その二者択一というような答申と計画の中ではなっておりますので、それは今のところ、こ

れ、具体的にどちらかというのは決まっていないというところです。 

【参加者】  民営化通信の中だと結構、矢川の人は財団法人のところを話されているところがあっ

たので、１園目は社福なのに、２園目から財団となったときに、財団にしてもらえばという意見も出

ちゃったりするのかなとちょっと思ったところがあるんですけど。わかりました。 

 あと、結構、こういう説明会をされても、あんまり今、保護者の人って来ない感じなんですか。 

【児童青少年課長】  ３月末からまず矢川の保護者の方と市長が出席のもとで始めさせていただい

て、矢川はどうしても該当園ということもありますので、クラス懇談会ですとか、いろいろやらせて

もらっていますが、日曜日に開催したときにも、当事者から外れちゃったなというような感じがある

ということは、なかよし保育園の前会長さんもいらっしゃって、ちょっとそこが寂しいというような
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ご意見もいただきました。 

 我々も決して、矢川だからといって矢川だけでやるべきものではないと思っていまして、各園にも

情報を、今、矢川との進み具合はこういう状況ですということも必要ですし、今、聞き取っていく中

では、８割、９割ぐらいが財団というか、先生がかわることに対する不安だというのが大きなご意見

なんですね。民営化、やっぱり反対だという方もいまだにいらっしゃいます。当然だと思います。た

だ、納得いかない部分もあるけれども、決まった限りは前に向かって進んでいかないといけないとい

う中では一番いい方法を選択してほしいというような声が大きく聞かれました。その中で何かと言う

と、引き継ぎ保育をしても不安は消えなかったり、結局、保育士がかわってしまうことは、これまで

保護者と先生で築いてきた信頼関係みたいなものがまたゼロからになってしまったりというような声

をいろいろいただいている中では、変わらない方式って何なのと言われたときに、保護者の方って財

団とか事業団ってあんまりわからないと思うんですが、そういう方式があるのであればそれを選択し

てほしいとか、何でこれまでもうちょっとそこを議論してこなかったのというような意見が多くある

中で、我々も一旦立ち止まって、もう一度両方、どちらがほんとうに子どもや保護者によってよくて、

市の事業の展開、今後の子ども施策のいろいろな事業の広がりを見たときには、どちらが有益なのか

ということは考えていく必要があると、今は考えているところです。 

【参加者】  ほんとうに変な話ですが、私はなかよしに通っているので、この発表があったときに、

やっぱりなかよしの保護者はほっとした人が多かったのかなという印象があったのと同時に、関心は

ぐーんと下がった感じはするんですね。 

 公立四園保護者会ってありますよね、保護者が役をやっている。できれば矢川、もちろん矢川は当

事者なので、矢川の意見が大事ではあるんですけど、こうやって全体的なスケジュールで見ると１園

だけの問題ではなく、やっぱりみんなで継続的に考えていくところだと思うので、ぜひ公立４園の保

護者の団体のほうもうまく説明会とかでこういうものをしていかないと、何かせっかく市の方も一生

懸命やってくれていても、何かもう、今日も私だけで、場所が場所というのもあるのかとは思うんで

すけど、こまめに民営化通信もいただいたりしていますが、なかなか保護者のほうも忙しいとはいえ

ども、関心の低さがびっくりしちゃうというところがあったので。 

【児童青少年課長】  去年は各園の役員の方々と、お叱りも受ける中では、比較的、公立四園保護

者会連絡会の代表の方をはじめ皆さんがすごくうまくまじわりをしていただけた感じがあって、今年

の役員さんに引き継ぐときに、次はほんとうにもう当事者の人たちになってくるから、もう変わっち

ゃうんだよということを言っているんだけど、なかなかその辺がうまく、新しい人たちになると難し

いというようなことも聞かれて、我々も矢川の保護者だけを何とか納得させればいいということでは

なく、民営化は全体の問題といいますか、今後の国立の保育ということを一緒に考えていく機会、陳

情もいただいたりする中では一緒に考えていこうという趣旨でいただいていると思っていますので。 

 ただ、なかなか、矢川の保護者会とお話しする中でも出席って難しいとか、直接言うのはやっぱり
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言いづらいからアンケートがいいよねというような、そういう選択肢もいただく中で、そういったこ

ともやりながら、ただ、やはり肝心なときにはちゃんと来て話ししてもらわなかったら困るというこ

とを言われていただいたんですね。一番最初に言われたのが、目の前にここに今ある机がほんとうに

見えなく、なくなるような関係性を築けていけるようにしてほしいというような、それをしっかり

我々、受けとめなきゃいけないと。どうしても、日曜日がいいのか、土曜日がいいのかって、これま

でもいろいろな議論があって開催を試みているんですけど、なかなか多くの方にお越しいただくのは

難しいところも正直あります。 

 今後は平日の巡回というだけじゃなくて、平日の夜に少し、この日の何十分とかとりますので、少

し寄っていただけないですかというような、なるべく声が聞けてやれるような方式というのも、何年

もやることではないと思いますけれども考えていきたいと考えています。 

【参加者】  それも大変ですよね。結局、それぞれだと私も延長を使って遅くに迎えに行っている

ので、そこで多分話をされていても、ちょっと話しをしている時間がないという人もいるだろうし、

土曜日とか日曜日だったり、ばらばらだと思うんですけど。 

 昨年の集まりとか見ていると、なかよし保育園はほんとうに50人以上の方が説明会来たところ二

酸化していたんですけど、意識を持つという人がこれだけいるんだというところにもなったんですけ

ど、いざ進んで行くと、思ったより、意外に皆さん、こんなのでいいのかしらと。でも、多分、これ

で決まって、後からまた言ってくる場合もあるだろうから、すごいコミュニケーションって難しいな

と思うんですけどね。 

 私もまだまだ子どもをお願いする立場だし、実際、いろいろな方も言っていたと思うんですけど、

保育園卒園しちゃった後とかも結構相談に行ったりする保護者の人も多かったりすることを思うと、

子ども家庭支援センターとかに行くより身近な先生に聞いちゃったほうがいいという保護者の人が思

ったより多いんだなと。学童の先生だとなかなか会う機会がないからあんまり相談できないけど、保

育園はやっぱり自分たちが送迎していたということもあって、親にとってもなじみの場所ではあるの

で、ほんとうにそういうコミュニケーションの場にぜひしていただきたいとは思います。 

 あと、基幹的というソーシャルワーカーというところで、私自身もソーシャルワーカーなので、実

際、保育の方、保育士さんのソーシャルワークってどういうことをするのかなというのが、なかなか

イメージが湧かないので、そこら辺をまた深く掘り下げていっていただけるといいかなと思います。

実際に、今、先生たちがやってくれていることはそういうことだと思うんですけど。 

【児童青少年課長】  保育ソーシャルワーカーって学術的に言うとほんとうまだ短くて、今、西日

本のほうでわりと九州なんかを中心に保育ソーシャルワーカー学会みたいなのができてきて、熊本の

また震災なんかを契機に、いかにそういう支援が必要かというようなことで、まだまだほんとう浅い

ところなんですね。 

 この辺の大学でも少しそういう研修みたいなのがあったりするんですけれども、実際にそれをその
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ままコピーしてやるものかということではなくて、やっぱり実際そこで働く職員ですとか、保護者の

方々のもっと声を聞くのが、こういう支援の方法が必要なんだとか。今、検討部会とか、審議会をや

ったときに、支援が必要で行ってほしいと思うんだけど、仕事をしていてなかなか市に行かないとか、

わかってはいるんだけど、そこ、ちょっとハードルが高くて行けないんだみたいなところにうまく寄

り添えるような、そういう学校で言うとスクールソーシャルワーカー的な位置づけ。それと、そうい

うことに気づける先生のスキルというのをアンテナが高く伸びないとそれが見抜けないので、そこを

支援していくような、そういう動きをしていけばと考えています。 

 ただ、これもあれもとなるとなかなか難しいので、国立版でのそういうソーシャルワーカーという

のは一緒に考える機会というのをこの先持つ必要があるのかなと思っています。 

【参加者】  何号かの民営化通信のところにもあったと思うんですけど、保育ソーシャルワーカー

って基本公立にいるので、それが私立の園とかに、そことの連携とかってこれからだと思うんですけ

ど、そこをどうされていくのかなというのもちょっと思ったのと、実際、この総合相談窓口との、そ

こにも専門職の方がいらっしゃるじゃないですか。そことの違いとかも何かこれからすみ分けを考え

られたりしていくのかなと。 

【児童青少年課長】  そうですね。今回、なかよし保育園が基幹園となって相談機能が、子家セン、

発達支援室があるからやっぱりそこがいいじゃないかという意見もあったりはしたんですけれども、

そこに公立が入ることでワンストップになるということではないと思っていまして、未就学という広

い意味で相談、いろいろあると思うんですね。そうすると、本庁の機能のほうは、相談機能というの

はいろいろな面で充実しているのと、例えば、千葉の佐倉市なんかでは保育園で母子手帳の交付をや

るとかそういうことをやっているところもあるんですね。なので、連携も必要ですけど、すみ分けも

必要であって。 

 この間、ほかの方からも言われたときに、いろいろなところにあるのはいいんだけれども、逆にあ

りすぎるとほんとうにどこだかわからないよねというのもありますので、すみ分けと連携というのを

うまく考えながら、今後、つくっていく必要があるのかなと。 

【子ども家庭部長】  子どもの総合相談も今つくろうとしていまして、７月から開始する予定です

が、いわゆる一般相談でも例えば経済的なご相談、例えば手当助成にかかわるご相談もあるし、ある

いは当然保育、保育園入園もありますし、あるいは幼稚園、そしてそれ以外にも学童・児童館。これ

れは、今の部署で全体ではやっていることなんですけれども、それをもう少しワンストップでできる

形というのが必要だということで、そこに専門性のある者、あるいは今、課長が説明したように、保

健師さんをそこに配置して、妊娠前から、妊娠届からかかわって、そこからスタートできるような、

そういう今までとちょっと違った取組をしようというのがこの総合相談窓口です。それを核として、

今言った保育園と連携をとったりとか、各関係機関と連携しようというのがこれから考えていく取り

組みの仕組みです。 
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【参加者】  私は通りがかりの者で済みません。私も保育園には通園しているんです、子どもで。

私が住んでいたのは、武蔵村山の会社の宿舎だったんですけど、武蔵村山の市の保育園が民営化にな

るとき、ちょうどうちの子がゼロ歳児でやっぱり入園していたんですよ。そこの先生が最終的にいろ

いろなことになり、今でもおつき合いしているんですけど、今おっしゃったように、保育園の先生っ

て子どもも親も親友以上に信頼ができて、ほんとうに親以上に社会人としての先輩でもあるし、子ど

もの心が通じ合っている人でもあるというすごく大切な存在なので、お隣の方がおっしゃっていたよ

うな関係性というのを重視していけばきっといい方向に行くんじゃないかなと思います。武蔵村山は

落ちついています。済みません、昔の話で申しわけございません。 

 用事があるのでまた。失礼します。 

【児童青少年課長】  ありがとうございました。 

【参加者】  結構これ（民営化通信）はいつも読んでいる。 

【児童青少年課長】  大分見やすく、絵を、イラストを入れたりですね。ただ、どうしてもかなり

文字数が多いですので、なるべく減らすように。あんまり減らすと今度伝わらなくなっちゃうことも

あったりしまして。 

【参加者】  財団のありましたよね。これもわかりやすかったですし。 

 あとは、ほんとうに受け手の問題もあると思うんですよね。発信していただくことももちろん大事

だと思うんですけど、結局受け手がスルーしちゃうんだったら、それはその人の問題だと思うんです

けど、ただやっぱりものは進んでいくので、うまく先生と保護者とお話を進めて決めていっていただ

ければと思いますし、継続的に私たちも関係ないということではないんだなと私個人としては思って

いるので。ほんとうにさっき言った方々とかあの辺の人たち、それぞれ関心を持って、参加できると

きに行くという形でみんなやっているんですね。ほんとうに今日ちょっといろいろお話し伺えてよか

ったと思います。 

【児童青少年課長】  逆にちょっとご質問させていただければと思うんですけど、今、色々と意見

を聴いて回ってくると、去年の役員の方々、今年の役員さんもそうなんですけど、その当事者の園の

先生方に、もうちょっとかかわってほしいというような声が、先生たちがもうちょっと後押ししてく

れれば参加もするとか、人によっては全然聞ける雰囲気じゃなかったよねみたいなご意見もあったり

したんですけど、そのあたりどうですか、これまで。 

【参加者】  何となくというか、今まで、ほんとうに前のところもそうですけど、クラスの懇談会

ありますよね。ああいう場で民営化の話とかをするというのは、私がいたクラスはタブーというか、

実際、ほんとうになかったんですよね。それはいつぞやか、市役所で説明を受けたとき、いや、そう

いうことではないというのを聞いて、ええ、そうだったのという印象が実際あって。 

【児童青少年課長】  ガイドラインのときに多分お話しさせていただいた。 

【参加者】  保護者会の話になると、先生たちも、じゃあ、ちょっと私たちは抜けますみたいな感
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じで行っちゃうことがなかよしではあったので。 

 もちろん、保護者の問題でもあるんですけど、私個人としてはそういう場でこういう話があってと

いう形。先生たちも中立でいないといけないというところからなかなか難しいのかなと思うんですけ

ど、全体懇談会というのもなかよしであるときもそういう話題は結構下りてこなかった。 

 耐震のときは別ですけど。耐震のときはちゃんと説明が園からあって、それで保護者の出席という

ところにつながっていたとは思うので。 

 なかなか先生方も立場上難しいかもしれませんけど、一緒にこれから話を進めて行く上では聞いて

いてもらうというのもいいんじゃないかなと思いますし。ほんとうに公立４園とかでそういう話し合

いのときにも先生たちも必要なときには一緒に聞けるような形でやっていかないとあれなのかなとい

う気もしますね。 

【児童青少年課長】  いただいた声が結局こっち通してまたそこの職員に。本来は一緒なので三者

じゃなくて、一緒に今後ちゃんと考えていける機会というのも、今までご本人たちの思いもあったり

とかあるんですけど。 

 比較的矢川の先生方はここで今度、保護者の不安に寄り添わなければいけないという当事者のとこ

ろでもあるのでなっているんですけど、全体としてなかなかその辺が保護者の方が、もうちょっと入

ってほしいという声が比較的各回とも聞かれるかなというのがあります。 

【参加者】  この話題というか、民営化とかの話題は先生、例えば担任の先生にしていいのかとい

うところもあるみたいで、なかよしの先生と話をしたときに、前回の民営化のときの保護者と先生た

ちによくわからないけど聞きに来た感じと、今回の件でわからないんですという、まずそもそもそこ

の声をほとんど保護者から先生たちには上がってこないし、そのムードみたいなのが全然違うんだよ

というのがあって。だから、それは関心持っているか持っていないかの違いともとれるかなという話

は去年したことがあったんですけど。多分、今の保護者の方のもちろんカラーとかでもあるのかなと

思うんですけど。 

 あと、今って長期にわたって話をしてくださって、前のときって結構すごいわっと急に決まったと

ころがあったから、多分問題意識が違うのかなと思うんですけど。そんな感じですかね。 

 お互いの問題、課題というか、これから進めていくことということで、もうちょっとフラットに話

せるとほんとうはいいのかもしれないですけど。 

【児童青少年課長】  堅いですかね。私、一番最初に去年５月に南区公会堂でやったときに私の話

が、すごく冷たく感じたというご意見をいただいてずっとそれをちょっと…。 

【参加者】  済みません。 

【児童青少年課長】  いや、いいんです。それが多分率直な、訴えても通り一遍だったというか、

こちらもちょっとなかなか慣れていないところであったんですけど、それをいかに埋めていくかとい

うことをずっと考えて、なかなか埋まらない部分はあると思うんですけど、それでもなるべく少しず
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つ少しずつですけど話せる環境になってきているのかなと思うんです。これがだから民営化で途絶え

ちゃいけないことであって、決して毎年の保護者会との懇談会をすれば済むということではなく、

日々の中で途絶えさせないことがそれをやらないとこの整備計画などをつくった意味がないのかなと

思うんですね。常に感じるところ、保育士からも聞くし、保護者の方からも聞くということをしない

と。 

 今回実施したことで、しょうがいのお子さんの受け入れのことですとか、いろいろ知っていなきゃ

いけなくて知らない部分があって、そういうところがかなり見えてきて、今、公立・私立の園長先生

と来年度の受け入れについて、しょうがいとかアレルギーのことについてどうしようかということの

グループワークみたいなのを始めさせていただくきっかけになったのは、やっぱり今回の民営化が契

機で保護者の方々と話す機会があったというのが大きかったので、これで終わらないということが一

番継続してやっていく必要があるのかと思っています。 

【子ども家庭部長】  民営化というのはほんとうに行政にとっても大きい課題です。保護者にとっ

ても大きいんですけれども、民営化をすることによって、全体の保育にしても子育てにしても環境を

よくしたいというのがあるんですけど、片や今までの４園で培ってきた部分があって、それは保育士

もそうで、今まで実績を積んできたわけですから、そこのジレンマというかあるわけです。そういう

意味では、それでも乗り越えないと。それは私たちだけじゃなくて、保護者のご意見を聞いてともに

考えていかないとだめだということは今まで何年間やってきて感じておりますので、ぜひ一緒にやっ

ていくことが大切だということで、こういう場を大切にしたいと思っています。 

【参加者】  園の懇談会とかでも来ない人は来ない。言い方悪いんですけど、ほんとうにそういう

方もいるし、やっぱり仕事の状況とかおうちの状況とかもあるとは思うんですけど、そういう方たち

もわかっていかなきゃいけないことだとは思います。私は無理に、平日の夜にってさっきおっしゃっ

ていましたけど、無理ない感じで。これからずっとまだ数年続くことですから。だから、保護者会と

その辺を、矢川だったり、全体であれば公立四園保護者会であったりに話をしてもらって、保護者も

無理がない時間とかがこの辺なのかとか、そういうところをリサーチして話を続けていっていただく

とまた違うのかもしれないですよね。よろしくお願いします。 

 なかよしが基幹保育園になることで、具体的になかよしが、ほかの園がどう変わっていくのか。何

も変わらないことはないと思うんですけれども、それのイメージがないと、多分、保育整備計画も矢

川の民営化のことでしょうというふうについつい感じてしまうんですけれども。 

【児童青少年課長】  そうなんですね。基幹園が残っていくからそれでいいとか、そこの配置され

た先生だけがソーシャルワーカーになる云々ということになって、全体の先生方が保育ということで

はなく、公立的な、公的な保育士だという視点でやっていってもらうという視点が、今までどうして

もそこが、全体を見ているよとか、ほかのところ見ているとは言ってはいますが、どうしても限定さ

れているところであったと思うんですね。 
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 保健師が広く、産まれたときから亡くなるまでずっといろいろな市の健康づくりを考えるのと一緒

で、公立保育士は保育をしながら、そこはそこでスペシャリストとしてやってもらいますけれども、

ほんとうの意味での全体の公的な立場で、全体のスキルを上げていくとか、いろいろなことを変えて

いくという視点を今後持っていってもらう必要があるんだろうと考えています。 

【参加者】  保育ソーシャルワーカーの拠点が市役所でも子ども家庭支援センターでもなくてなか

よしに置かれることの意味ってどういうことなのでしょうか。 

【児童青少年課長】  子ども家庭支援センターとなると、子育てひろばはありますけれども、どう

しても児童虐待が中心的になってしまうわけです。もっと入口の部分での未就学児の相談に行けると

ころというのが保育園にあって、一日体験じゃないですけど、生で保育を見学できたり、いろいろな

ことがイメージできるのは役所にあるよりは保育園のほうで子ども同士とも触れ合いができたり、保

護者の方とも声がかけられたり、保育士との話ができるという面では、保育園の中にあることの意義

のほうが大きいと思っています。 

【参加者】  ８ページ、９ページで見ると、実際には保育ソーシャルワーカーは多分常に巡回して

いるような感じのイメージで、なかよしの中に保育ソーシャルワーカーが立ち回って研修企画立案を

したりとかいう、どっちかというと事務的なものが。そこで事務作業はするけれども、実際にはそれ

ぞれの市内に入っていくようなイメージだとすると、別になかよしじゃなくてもいいのかなという気

もするし。 

【子ども家庭部長】  まだ完成形じゃないですけど、園に対する支援、あるいは保護者に対する支

援を考えたときに、保育ソーシャルワーカー自体は、今言ったように市役所でもどこでもいいと思う

んですよ、計画立案して。ですけれども、まず保育園が保育実践をやっている場所というのは１つあ

ると思うんですね。例えば、保健師がいて、保育士がいて、給食では食の安全を守っている。その実

践をちゃんと現場で見ながら、なおかつ、そういった実践を生かしてほかにサービスを提供する。そ

れは園支援なのか保護者支援なのか。保護者支援であれば園庭開放という形があります。それをまず

実践していく。 

 今まではちょっとイメージとしては、公立保育園が培ってきた部分で、いわゆる模範となるものを

やれば全体的によくなるんじゃないかというふうに形としてはあったと思うんですが、それがじゃあ

ほんとうにどういうことなのかなというのを実態としてはわからないということが、自分自身も含め

てあるんじゃないかと思います。 

 これからは実際にそれを模範ということではなくて、今言ったソーシャルワーカーが、市が目指す

ものとかやるべきものをちゃんと私立保育園とか全体に話し合いながら、あるいは事務方と一緒にや

りながらというのがこれからの求められるものであると考えています。それをやるにはまず拠点とな

る部分はどこか１園というのを１つ作りましょうということで、保育ソーシャルワーカー自体は多分

どこにいてもと言ったら変なんですけれども、人がいればいいのではないかと思います。人数がいれ
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ばそれはそれで機能すると思います。巡回したりとか、まずはスタートとしてはそれで考えています。 

【参加者】  それで見ると、これが４人で、しかも２カ所が公立、公立で、一つが私立（民営化）

とあるような、これはというふうに感じてしまうんですけど。イメージとしてはある程度地域担当制

のような形で巡回していく。 

【児童青少年課長】  そうですね。イメージ図はイメージ図なのでほんとうにそれ以上の裏は何も

ないので勘ぐらないでいただきたくて。これ、ご意見同じものが出て、４本あると４人なのという方

も実際いらっしゃって、まだそこはほんとうこれ、定員との関係もありますし、あと地域的に保育園

が偏在しているのもあります。公立はベルト地帯にずっとありますけど、どうしても北側と言います

か、石田街道とか矢川の北の線がどうしても多いので、そういう区分けとかいろいろなそういうこと

もあります。 

【参加者】  私の中では基幹園ってどっちかというと、国立市内そんなに広くないので２つか３つ

ぐらい、逆に地域的なバランスを見て、それぞれに基幹園があって、その基幹園から公立であれ私立

であれというところに地域を巡回したり、かかりつけ園のようにここがなっていくというようなイメ

ージだったんですけれども。 

 逆に、これだと、拠点がなかよしじゃなくてもいいのかなというふうにも思えてきてしまうので。 

【児童青少年課長】  議員は逆にどちらがよろしいと思いますか。 

【参加者】  かかりつけ園的なものは全ての園がそういうふうになっていくことを目指したいとい

うことですね。 

【児童青少年課長】  そうですね。これはもう国の保育所保育指針になりますけれども、園に通う

保護者と子どもがまず基本にありますけれども、それに加えてやはり地域力、地域の力が低下する中

ではもうちょっと半径を広げてそこに通っていなくても、そこの広い範囲での子育て支援をすべきで

あるというのがあります。そのためにはただ待っていても来ないので、園庭開放をやるとか、栄養相

談をやるとか、いろいろ、それはその手法、メニューをつくる中でやっていけばいいんじゃないかと

いうことで、どの園も必ずしも同じ方法じゃなくても、当然、園の大きさですとか定員の数も違った

りしますので、そこはメニューを選ぶ中でやっていくというのがいいと思います。矢川プラスの中に

広場があって駅前にできたからといって、遠くにあってそこに行くということ、それはそれでいいで

すけど、お子さんを抱っこしてベビーカーを引いてとなると、ある程度近い範囲ですぐ相談、飛び込

みでできるようなところがあったことのほうが安心ですよねというのが今回の考え方の大もとにあり

ます。 

【参加者】  基幹園としてなかよしがあるということは、なかよし保育園の保育事業部門の保育園

運営に影響していくということになる。 

【児童青少年課長】  場合によっては定員変更と言うんでしょうか、定員を減らし、矢川を今度つ

くるときに、今１００人ですけど、例えばそれを１２０人とかにすることによってなかよしが減らせ
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るとかいうことはあるかと思いますので、そうすると一定の人とスペースと言うんでしょうか、事業

部門のほうのところは生み出せるとは考えています。 

【参加者】  私の中のイメージでは学校教育における教育大附属小学校とかのような、ある種実験

的なものを含めて。 

【児童青少年課長】  国立の付属校ですね。 

【参加者】  基幹園が保育内容そのものについても、ちょっといろいろ重点的なことをやってみた

り、試験的なことをやってみたりというような感じになっていくのかなと。別にそれがないんだった

ら別になかよしに置かなくても市役所でもいいのかなという気もします。 

【児童青少年課長】  １つには今いただいた意見で、ちょっと違うかもしれないですけど、公立を

残すことの意義にはセーフティーネット的な機能というのが絶対必要なんだよねと。公私で差がなく

しょうがいのお子さんとかアレルギーを受け入れる体制、その支援の体制というのはつくっていくこ

とは必要ですが、最終的にどこがやらなきゃいけないとなったときには、それは公だと思うんですね。

という意味では国立大という形とはちょっと違うかもしれませんけれども、そこで受け入れをしてい

くということは必要なことなのかなと思います。 

【参加者】  ９ページの左側の保育園で、私立と公立が分かれているのでちょっと気にはなったん

ですけれども。 

【児童青少年課長】  ほんとうに深い意味はないです。担当者の絵心の才能の問題なので。 

【参加者】  逆にこれからは私立・公立分け隔てなく保育が推進されていくのかなというイメージ

だったので。多分今でも公立・私立保育園でも園庭開放とか地域事業とかやっていたりするんでしょ

うけど、市報の前のほうにぼんと、子育ての欄にぼんと出てくるのは、公立４園のがまとまって出て

くるわけじゃないですか。あとは私立の保育園、幼稚園でやっているようなことはちょっと別のとこ

ろの。民間事業みたいな形で流れてくるじゃないですか。 

【児童青少年課長】  担当の書き方のセンスもいろいろあると思うんですけど、ただ、これまでも

園庭開放の情報とか、情報は子家センが取りまとめをしてやるんですけど、遅いのは公立なんですよ、

はっきり言うと。園庭開放の情報を出さないと言ったのも最初公立だったりとか、提出が遅かったり

する。そういうのは公立のほうが遅くて、私立のほうがやはり早い。 

【参加者】  結構位置づけが違うかなと。 

【児童青少年課長】  位置づけが違うというか、前の委員さんともお話しさせていただいたように、

最終的には公立の保育士さんと私立の保育士さんは相談を聞くところまでは一緒ですけど、具体的な

支援につなげられるのってやっぱり我々というか公務員じゃないですか。だから、保育の内容は変わ

らないかもしれないけれども、そこの公的な保育士の立場というのは明らかに違うと思いますので、

気づくところまでは一緒じゃなきゃいけないと思うんです。センスと言いますか。通っているお子さ

んに対して、家庭に対して何かあったときに、公立だったから気づけるとかじゃだめですし、初期の
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ところ、いかに初動のところで気づいて支援につなげていくかということで、そこからの出番という

のは公立の公的な保育士が出るなり、より支援が必要だったらそこから子家センであるとか社会福祉

士、発達支援室、そういうところにつなぐということになってくると思います。 

【参加者】  かかりつけ保育園というふうになったら支援そのものも私立も含めて地域の保育園が

担っていくこともあり得るのですか。 

【児童青少年課長】  そうですね。園長会でお話しさせていただくと、前はそういうメニューがあ

ったというような話らしいですが、だんだんそれがなくなってきて、それは各自治体だとそうだと思

うんですけど、もともとは先ほどの話で、園の状況だとかによってうちはこのメニューを選択すると

か、うちはこういう形で支援をしていくと。ここにも書いていますけれども、保育園というのはまず

保育士がいて、看護師がいて、栄養士なり調理師がいて、生まれてから成長するまでの相談機能とい

うのは基本的に職員がそろっているわけです、スタッフが。例えば１歳半健診、３歳健診いうのを看

護師のところに受けに行きますけど、園には既にいるわけです。食べたいことの相談とか、保健セン

ターの栄養相談とはいかなくても、ちょっとしたところで聞きたいところがぽっと聞ければいい。と

なると、バスに乗って北のほうから乗り継いで来るのではなく、ちょっと近所のところで顔見知りの

関係になったときにぽんと聞ける関係性というのは、これは公ではなくても私でもどちらでもできる

というのが一番いいということです。 

 ほんとうにＥＲみたいなものが必要なことになるなら子家センですとか発達支援のほうにつないで

いかないといけない。生活のお金のことであるのであれば、生活支援ですとか一人親担当ですとかに

つないでいくという、その仕組みですよね。そこはここに来たら発見できたんじゃなくて、近所にあ

るところで発見できる仕組みというのが絶対必要なんだと思います。それをやるには公をどんどん増

やすということではなく、点在してある、今いろいろなスタッフがそろっているこの保育園というの

を最大限活用するということが最もいいと思っています。 

【参加者】  発達支援室なんかもそうなんですけれども、小学校の特別支援学級なんかもそうなん

ですけれども、結局そこから通常通っているところから月に何日とか週に何日、保護者が連れ出して

いかなければいけないじゃないですか。ほんとうはそれぞれの園で、保育園であれば市立だろうが私

立であろうがある程度の、今国立市内だと大体１カ所だったりするんですけれども、せめて近いとこ

ろでそういう地域基幹園的なものというのは。 

 国立は狭いとはいえ、２つか３つぐらいの地域エリア的なものはあっていいのかなと思うんですけ

れども、それは限られた人的・財的な資源を分散させるよりはまず一つに集中したほうができるとい

う考えもあるかもしれないですけど。 

【児童青少年課長】  事業を最初から広くやって縮小するより、やはり実績を積んでいった中で必

要なんだということで、確実にその中で予算を増やして人をつけてやっていくことのほうが、このコ

ンパクトな市を考えて、財政に限りがある、それこそ最少で最大限の効果を発揮するということを考
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えたときにはまずその仕組みづくりが最初なのかなということです。 

【参加者】  公立園、富士見台にほぼ４つが並んでいるのであれですけれども、北のほうに住んで

いる人からすると、そんな距離はないとはいえ、富士見台に駅を越えてそっちに行くというのは大分

ハードルというか、生活圏から大分外れるときもあると思うので。 

【子ども家庭部長】  結構、こういう議論をする中で、公立がまず引っ張っていく必要があるんで

すけれども、では、いままで私立保育園がやってこなかったかというとそういうことではないです。

特に逆にアレルギーに対しては、むしろ公立より先に、かなり先進に取り組んできたところがありま

す。そういう意味では私立がもうできている。それは限られた園だけれども、やってきた実績がある

から、それを自発的に頑張る部分を当然今までもこれからも持ってほしい。それを今言った仕組みな

のか制度なのか、あるいはお金というか、ある程度補助的なものなのかということで、そこはやって

いかないと、なかなかこういう仕組みをつくったから、じゃあ４園がそれぞれ地域、引っ張っていく

ような形にできる、それはいい形なのかというのは言えないと思うんですよね。そういう仕組みと制

度と一緒にやっていって、なおかつ園の力もつけていく。それは園の中で当然保育士の研修なりでつ

けていくんだけれども、それだけではなくやっていかないと実際、机上のものというのはなかなかう

まく行かないと思います。 

 私たちが指導に行きますみたいなものではないので、そういう意味では、つくり上げていくにはこ

ういう仕組みと並行してやっていくと思いますので、いきなりエリアを決めてというのは、自分とし

てはあまり実態に即さないのと思いますので、１つ決めているとか、プラス足りない仕組みとか、そ

ういうことであろうと私自身は思っています。 

【参加者】  発達支援室ぴーすの開催自体が隔週でほとんどやられていないというのもあるんです

けれども、保育園に預けている保護者が仕事を休んで連れ出して、そんなになじみがない北だとか駅

に近いところに住んでいたりすると、富士見台地域でも生活圏と違うところでやったりもするので。 

【子ども家庭部長】  その子に合った療育。例えば、通常の保育園の中でそういうことができれば

いいのか、あるいは、今言った専門的な場所に行くのがいいのか、あるいは発達支援室と言っても専

門度というのか、ある程度限りある施設でありますので、まだまだ考える必要があると思います。議

員さんおっしゃるとおりです。 

【児童青少年課長】  今巡回相談やっています。１つには巡回相談が少ないという声が大きい。 

 それともう１つは、今度、しょうがいだとかアレルギーの仕組みをつくって専門に聞けるようなと

ころがうまく園の紹介をして入園する仕組みをつくったとしても、そこの来る人というのはある程度

しょうがい受容をしていて相談ができる。ただ、入ってから最初の小さいときわからなかったことが、

入園してから、それは虚偽の申請で入るということではなく、成長する中で多動傾向になったりとか

いろいろなことが見えてきたときは巡回相談だけじゃもう見きれない。そうすると、入ってからそう

なったことに関して、決まっている巡回相談じゃなくて、フラットに入ってきてもらえるような人が
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必要だというのは私立の先生方の話だとそういう意見が出てきます。 

 そうすると、そこがソーシャルワーカー、公立の公的保育士が相談に入っていって、具体的にどん

なふうにしてその仕事をしていて休めるんですかというときに、そこは子どもは保育で見ているので、

ちょっとだけ昼休みの間に来てもらうとか、夕方ちょっと１時間早く来てもらうとかいう中で、担任

だけではもう見きれない部分というのを変わったことに対してという支援が必要だと、これを聞いた

ときに、これをやるのはやっぱり公的機関がやっていくべきものだなということをすごく実感をして

います。 

【参加者】  私はまだ発達支援だとかというのは、まだ考えがまとまらないところがあって、かえ

って保護者を含めた不安をあおって、そこまでするほどのことなのとかいう、保護者も内々思ってい

ても、そういうふうに診断されてあっちに行ってくださいと言われて、悪くはないけれども、すごく

自分の子は大丈夫なのかって不安をかき立てられる部分もあるだろうと思う。 

【児童青少年課長】  そこで言われてきたのが、診断の確定をもらうということではなくて、不安

のところについてちょっと聞きに行ってみようよと働きかけたとしても、保護者からしたら、自分の

子はおかしいと言われているような受け手になる。病気をしてお医者さんに行って、具合悪いなと思

って病気かなと思って、医者に平気だと言われたら、ああ、平気と言われましたよって、信用するん

ですよね。保護者はやっぱり平気だと言われたら平気だと思って、園に行ったときに、うちの子、そ

ういうふうに見えていたんですかというふうなトラブルになるから、なかなか踏み込めないというよ

うなことも先生方から聞かれたりします。 

 そのときに、少し専門的な人に聞いてもらえる。発達支援室までというのはちょっと敷居が高いけ

れども、ちょっとしたところで聞けるという人がいると、それは園長でもやればいいのかもしれませ

んけれども、なかなか全体を７０人、１００人見る中ではできないとなると、個別のそういう相談と

いうのを担任からバトンタッチをして話を聞いてあげられるのは公的機関、これはソーシャルワーカ

ー。課題が見えたらまた担任に返してあげるというような、そういう個別のやり方というのが必要だ

と思います。 

【参加者】  そこはもう公的保育園になってしまうんですね。 

【児童青少年課長】  やはりそれは公が果たすべき役割なんだろうと私は思います。そこに社会福

祉士とか臨床心理士を入れればいいじゃないかというのは、またそれは人をどんどん増やすこととは

ちょっと違うと。発達支援室のぴーすの中にも保育士の資格を持っている人たちはいますけれども、

持っているだけでできるかというとそういうものではなくて、現場を積んできた人じゃなければやは

りわからない。有資格者がすぐできるものではないので、そうすると６年間という、ゼロから６歳を

ずっと子どもの成長、発達を見てきている人たちがその子が今２歳のときにちょっと早いのかおくれ

ているのかみたいなことというのは、それを今、気にしなくていいじゃないと言えるのはずっと見て

きた人だからこそであると。療育とか医療のところまでは入っていけないですけれども、保護者の負
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担を取り除くとか、つないでいってあげられるという役割はできるんだろうと思います。 

【参加者】  私はむしろそれって、私立ができないのかという。むしろこれを契機に公立も私立も

そういう１つ１つの園がそういう機能だとかっていうのを持てるようにしていかないと、そういう専

門的だったり面倒臭いことは公立でというふうになる。 

【児童青少年課長】  ちょっとそういう感覚とは違うんですけれども、ケースの対応とかいろいろ

な個別の対応を見ると明らかに私立のほうが早かったりする場合もあります。公立のほうがアクショ

ンが遅いというか、対応が「うん？」という、そこがある意味、私立は経営がありますので、丁寧な

というか。それを悪く言うと、だから商売なんでしょうという人もいるかもしれませんけれども、評

判が悪ければ、措置ですけれども、評判が悪ければ行きたくないとなりますので、すごく反応という

か敏感です。 

【参加者】  ４つあるとどれか突出してというふうになかなか行かないので、足並みをそろえてみ

たいなところもあるかも。 

【子ども家庭部長】  また続きはお話しさせていただいて。 

【参加者】  時間が過ぎていますね、ありがとうございます。 

【保育事業推進担当係長】  それではこれにて意見を聴く会を終わらせていただきます。どうもあ

りがとうございました。 

 


